
問８　阿漕ヶ浦公園についてご意見やアイデアがありましたらご記入ください。
（自由意見）

【使用料について】

使用料はまわり（同施設）とのバランスも必要と思う。

参考になるかどうかわかりませんが，私ども古希野球でひたちなか市内のグランドを使用していま
す。多目的広場と野球専用グランドでは使用料が異なります。
ひたちなか市内
①石川グランド（多目的グランド）小学・中学・高校生と65歳以上は（午前520円，午後640円）
　　　　　　　　　　　　　　　　一般は（午前1,040円，午後1,280円）です。
②第4公園グランド（野球専用）小・中・高校生，65歳以上は1,020円
　　　　　　　　　　　　　　一般は2,080円です。以上。

・1時間単位と半日単位の使用料金について伺いたい。
例えば野球の場合，3時間使用の場合どちらが高いか。
1時間単位の使用料が安い場合は1時間単位をもうけ利用効率を上げるべきと思う。
・施設の状態等については良く管理されていると思う。

使用料の負担を増やすことは，当然使用者の料金にて施設等の維持管理費をまかなうのは当たりま
えで利益が上る方法を考えてみてはいかがですか。いつも税金で負担するのはスジ違いと思いま
す。
有料イベントの開催など企画してはいかがですか。
サーカスとかジャズフェスティバル，グルメ大会など考えてみてください。民間レベルでのアトラ
クションなど。
学校やスポ少での使用と一般使用で区別した方が良い。

笠松の利用料も参考にしながら公平性を考えて頂きたい。

少年団で時々利用させて頂いております。現行より，使用料の負担が増えるのは正直利用しにくく
なるのではと思います。素晴らしい施設があっても利用することができなくなるのではもったいな
いと思うのですが・・・。
中学生は一度も阿漕ヶ浦でプレーしたことがありません。学校で使うのにも使用料は発生している
のでしょうか。

体力作り，健康長寿のことなど考えると利用料の値上げなどとんでもない。せめて現行維持どまり
を希望する。体力作り施設の値上げなどと姑息な手段でもなく，もっと根本的な節税をしたら良
い。例えば「歴史と未来の交流館」の建設などとんでもない無駄である。
一部興味のある人は希望していると思うが？

利用効率，また村にある素晴らしい施設を出来る限り様々な用途でフルに活用し，使用料もしっか
り頂き，その為の投資，維持管理として税金を使う事は，村の為，村民の為にもなり大切な事だと
思います。
その為には，使用料の割合60％にさせて頂きました。
使用料割合増については，賛成ですが，小中高等の公益使用者については減免対象とされたい。

1.使用料金について
現行どの程度の使用料か判らないのでアンケートに答えようがない。
1日使用すると具体的にいくらかかるのか？
料金によって1時間単位で利用しようと考える。
2.野球やホッケーという競技上半日単位ぐらいのほうがよいと思うが，使用料にもよると思う。
3.ぜひ村民に使いやすいと思われるような運営と使用料の改定をお願いいたします。

公共施設は安く誰もが利用できる事が基本と思います。（当然抽選など利用できるまでの条件有
り）現在の利用状況を開示して，財政的にどのようなのかも知らせたうえでのアンケートとしても
らいたい。
いくら良い施設があっても利用する人が少なくては，維持管理費用がムダになります。
公共施設をあまり使用していなくても，多くの村民が，村の施設を使用し健康で楽しい生活を送れ
ることを望んでいます。

問6に対して，利用する団体に応じて料金負担を変動させた方が良い。

現在の利用料が参考で記載してあれば助かるかな。
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阿漕ヶ浦公園については判りませんので，他の運動施設を含めて意見を述べさせていただきます。
その為的はずれになるかもしれませんが御承解下さい。
①小中高の利用者は大人の半額にして欲しい。昔は18才以上で働いていた人が多数おりましたが，
現在ほとんどの人が学校に行っております。
②ハンデキャップを持った方及び団体，グループには無料にしてほしい。
（昔の話しですが，ハンディキャップをもった指導者の人に聞いた話ですが，”使用料を無料又は
減額にしてもらったら”と話をしたら，他で補助をもらっているから”ダメ”といわれました。こ
のことは，確かにそうかも知れませんが。）この為，今でも通常の使用料を支払っていると思いま
す。

今現在の利用料がいくらなのかわからないので，答えられない。

アンケートに協力の為，東海村officialsite等確認したが使用料金不明，使用状況不明でした公共
のものなのでいつだれが使用するか等公開しては。

私はホッケー場，野球場は使用しませんが，その施設に限らず公共の施設（税金で維持費がまかな
われている施設）を使用することもあるでしょうから，全額を使用料にする必要や半額50％以上を
使用料にする必要はないと考えます。

問5において具体的な金額が明示されていないため，⑤わからないとしました。
前回の国体以来ホッケーは東海村へ根付いていると誇りに思っています。
小学ホッケー，中学ホッケー部，そして東海高校ホッケー部，原研，一般村民ホッケー選手。
これらの村民が使用する際は他市からの利用者とは使用料の差をつけて村民の利用者の負担はへら
しても良いのではと考えます。

・これからは人口減が予想されます。持続可能な村を維持するためには受益者が負担することはや
むをえないことと思います。
・自分たちのことは自分たちで努力する。（自助努力）村民の意識を高めるべきです。

半日又は1日利用の場合は割引などあれば良いと思う。

・他の自治体と同レベルで（が）良い。
・維持管理費の税負担が主であると考えると利用する，しないで差があります。公共性のためには
使用料の値上げは妥当だと思います。
・利用効率の向上のために時間単位は良いと思います。趣味・レクリエーションの場合とスポ少な
ど，青少年育成のスポーツ振興の時間単位は区別しても良いのでは。
　例えば　
　・趣味の場合は1時間単位
　・スポーツ振興では試合時間（おおよそ）の単位で区切り，少し割安にするとか（利用時間が増
えるから）
・桜まつりの集客を村の物産品販売のコーナーを設けて，収益を少しでも管理費に回す工夫。
・ライトアップ期間，桜の時期は最高です。散ってしばらくしても期間中だから点灯しています
が，いつももったいないなーと思っています。（小さな事ですが，使用料値上げ，利用効率アップ
も必要ですが，ムダ（？）な電力削減も必要です。）

有料施設の使用料見直しを検討していますとのこと。私どもは使用しないので，不満はありません
が，使用料金が適正でも，人によってはいろいろです。
今後，維持管理費を考えた場合，使用料の割合25％はやむをえないと思います。

学生割引やたくさん使う人たちに対する割引などが設定できるのであれば，使用料を少し上げても
いいのかもしれません。

1.情報データがないのに判断が出来ないと思います。また，有効な回答が出ないと思います。
①利用率がどの位なのか？
②管理費がどの位かかっているのか？　　等々で
回答内容が変わると思います。
2.①，②及び以外のデータ等が揃えば一般人ではなく専門家に相談すれば結論が出るでしょう。

近隣施設の使用料を比較した時，東海村は安く感じられるので，利用者側の負担を増やすべきであ
る。

現行の1％がどのくらいの料金か分かりませんが，あるていど使用者が利用しやすい金額がよいと
思います。利用されなければ意味がありません。

【施設について】

トイレの数の見直し。
多くの利用者にともなって必要になる。
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散歩中の休憩施設などあれば楽しいかも！！

1.国体2019に向けて
・会場へのアクセス道路，歩道の整備
・駐車場の拡大　特にバス等大型車輛が利用できるように
・阿漕ヶ浦　そのものの湖畔整備
2.国体終了後の利活用
〇野球，ホッケーだけでなく，日常生活での公園利用策の向上
・遊具の種類増加，遊具エリアの芝生化・遊具エリアの拡大
・桜だけでなく，季節を通して花が楽しめるよう整備する。
・ひたちなか海浜公園の「ねもひら」等のお客さんを阿漕ヶ浦にも寄らせるような花公園をつく
る。
・桜の名所としてよみうりタウンニュース等に紹介される程，立派な桜があるのでこの資源をより
多くの県民に見てもらえるように足元の整備　ゆっくり見られるようにイス等を整備する。

桜祭りを毎年楽しみにしています。
ライトアップもとても美しく屋台があるのもとても良いと思います。どうぞずっと続けてくださ
い。
小さなお子さんがすべり台で遊んでいるのもほほえましいです。もう少し遊具があるのも良いので
はないかと思います。

阿漕ヶ浦公園は野球場・ホッケー場だけで構成されているとは考えていません。
阿漕ヶ浦を含めた全体で構成された公園と思っています。
現在の状況を見ますと，6年前の震災の影響がそのままになっており，たいへん見苦しく感じてい
ます。
また，阿漕ヶ浦の雑木や雑草が繁茂し，とても公園・観光地とは言いがたい状況です。桜の時期1
週間だけの観光地は悲しい。
そこで提案ですが，
・阿漕ヶ浦を安全上等の観点から整備する。
・整備が無理であれば，少なくとも雑木の伐採などを依頼し，景観を良くする。

施設を利用する村民だけでなく，スポーツ・その他で利用する人達にとって貴重な施設です。多く
の利用者のためにも今後とも利用できる施設として維持してください。

阿漕ヶ浦で魚つりができる公園の整備が出来れば良いと思う。

・かけ足・さんぽコース
・交通の便が悪いので個人的には利用しにくい。
・野外的なイベントや催し物はシャトルバスを用意してもう少し利用しやすく親しみやすい公園に
する。
　サクラ以外には花園らしい花もないので，花を植えて花の季節にも人が集まるようにしては。
（各々グループにボランティアでおねがいし，その見返りに入場割引とか〇〇割引券等を出したら
親しみも増してくると思う。そのうち休憩所や売店××，△△棟屋も出来るでしょう）

東海村には少年ソフトボール・野球などの強いチームがありますが，外野フェンスがある野球場が
ありません。
大会を主催してやる場合でも村外の球場を借りている場合が多いです。
スポーツ振興という意味でも東海村で大会が多くできる様に，整備していただきたいと思っていま
す。

道の駅を隣接し，公園と橋でつないで共栄を狙う。

とくにありませんが，車を止める場所が少ないように思えました。

・除染土のフレコンパックを早く撤去してほしい。
・村の西側にも村の公園施設があってもよいのでは
不要と思われる道路や橋を作るのに税金を使うより，緑地や公園の整備に利用すべきと思います。

今のままで良いと思います。それ以上したら限界がないと思うからです。

野球場・ホッケー場は特定の人の利用に限定される。公園機能を活かし，幅広い人の活用を考慮す
べき。散歩道・子どもの遊具・運動広場・散策道もっと整備すべき。池の活用も計画されては如
何？

笠松運動公園のようにもっとウォーキングコースを整備してほしいです。そうすれば利用する人数
も増え，（今は女性一人で歩くのはこわい時もあります。）安心・安全があればシニアもどっとお
しよせると思います。

硬式野球ができる整備を要望したい。
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村内には硬式野球場の整備が不備（硬式野球ができない）である為。できる環境を作って頂きた
い。

花見や花火大会でしか利用していません。小さい子でも遊べる施設があれば利用したいです。
※野球やホッケーの試合時間を考えると1時間単位の利用は無理がある。

フットサルコートの敷設。

野球とホッケーの利用に限らないで幅広く内容を考えてはどうか。
たとえば
1.子ども遊具を多く設置して遊べるようにする。
2.高齢者向きのものを考える。　etc

使用できるスポーツが限られているため，利用する人は一部の人になるのではないでしょうか。ス
ポーツ振興の為というなら，もっと広い活用方法（他のスポーツ）も考える必要があるのでは？ス
ポーツだけでなく，他の活用方法を考えたり，利用しやすくするため，駐車場の確保，整備も必要
だと思います。
今は広くは使えていないのが現状です。

小さい子連れで散策したいので，ベビーカーで利用しやすいよう，通路の幅や環境整備をこまめに
チェックして欲しい。

春の桜だけでなく，四季をとおして楽しめる公園にしてもらえると行く回数が増えます。

この機会を利用して，よりよい使いやすい公園にしてもらいたい。年寄りにもやさしい公園にして
もらいたい。

野球場・ホッケー場以外の遊び場及び園路等を整備し散歩道やサイクリング道などを検討して下さ
い。

トイレを利用する際，たいていトイレットペーパーがありません。手持ちのポケットティッシュが
無い時は特に困ります。
持ち去りやイタズラ防止対策もあるかとは思いますが，改善をお願いします。

・運動公園入口に入りづらいし，出ずらい。公園の周囲をまわって通り抜けられるようにすべきで
ある。
・公園の中にコンサート会場やレストラン，お土産物売場など作ったらいいと思います。
・大神宮や虚空蔵尊だけでは人は足をとめませんよ。
真崎浦の田を一望する，東海霊園の先端に展望台を作って虚空蔵尊や東海の海が見えるようにした
らどうですか。→点と点を結んで大きな面のスペースを作るべきですよ。
建設と農政をあわせて都市整備をするのなら早く区画整理は終らせて村全体の地区の整備を考えた
ほうがいいですよ。アンケート結果は公表すべきですね。

・野球場は以前だれも使っていない早朝や，夕方に軽くジョギングをできましたが，現在は錠がか
かっているため使えません。いろいろと管理の点で開放にしておくと問題があるかと思っています
が，誰も使っていない時，孫と「かけっこ」などができると有難いなと思います。→（空いている
とき個人は無料）
「笠松運動公園の広場の様に！！」
そうするとスポーツをやる人だけではなく多くのひとも使うことが可能となり，近所の人も「何の
ための，誰のための公園？」と思わないと思います。

毎年数回桜花見に行く所です。
球場，其の他周囲がきれいに整備されることは大変良い事だと思います。
其の為にかかる費用は仕方のない事だと思います。
此の先何年お花見が出来るか分りませんがきれいに整備された所で気持ち良くお花見をしたいと思
います。
阿漕ヶ浦の桜は大木で見事ですね。
何時までも大事にお手入れお願い致します。
公式の試合が年に何回あるのか分かりませんが，それに備えて施設を常時，管理・維持するのは無
駄が多いように感じます。普段は最低限の管理とし，夜間は使用しないこととし，もっと自由に入
場して遊び場として利用できるようにし，清掃作業などはボランティア活動を中心とするなどで，
多くの人が利用しやすく，村の税負担も少なくすることはできないものでしょうか。

管理，整備を良くすれば利用すると思う。

現在，阿漕ヶ浦の湖は，公園側からは，見えない。野球場，ホッケー場もよいが，もう少し景色，
景観についても考えてほしい。
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野球場に電光掲示板を設置してほしい。

他のスポーツでも使えるような器具などあってもよいのでは。
筋トレとかバスケットゴールなど・・・・

遊び以外にも何かの催し物（桜ライトアップ，東海祭り）で使えたら，東海村の一つの名所になる
と思う。

付近は自然豊かですのでこれらを主として力を注ぎ維持してください。

国体に向けた整備は重要だと思うが，その後，どのように維持管理していくか，十分検討しなくて
はならないと思います。他県でも，国体後の施設管理が大変と聞いています。まして，ホッケー場
となると，珍しい施設であるものの，利用者は限定されてしまうのも事実です。ホッケーのみなら
ず，人工芝のグランドを有効活用できるような工夫が必要だと思います。

駐車場が少ないのでは？
土日程度しか，混まないかもしれませんが，以前利用した際，サッカーと野球の大会が重なったせ
いか，車の止める場所がありませんでしたよ。
桜祭りの時もそのような感じでしたね。
2回ほど行きましたが，混んでいるので，もう七・八年行ってません。

野球場等の整備も必要かと思いますが，池というか湖の整備はどうなんでしょうか。水辺をウォー
キングできたらいいと思います。

阿漕ヶ浦での魚釣りが出来る様にしてもらいたい。（現在は魚釣りが禁止となっているが，隠れて
行っている人がいる。逆に危ないのでは？）

東海村に暮らして20年！！阿漕ヶ浦公園という事で，期待して，何度か出向きましたが，公園とい
うのはいかがなものか？
いささか，おそまつなのでは・・・・？
村民の憩いの場になる，文字通り公園となると良いですネ！
池の周辺の整備，等。検討して頂けたら・・足もはこべるかとおもいます。

トイレの洋式を多くしてほしい。
園路にベンチを。

30年在住しているが花火の時に過去5回程度。それ以外では1度しか利用したことがない。（子供の
ために公園利用）
「楽しい」と思わせる工夫が欲しい。
もう少し清潔感欲しい。

孫達が遊べる砂場や遊具の整備。

阿漕ヶ浦（池）の公園化を考えて頂きたい。

・トイレをきれいにしてほしいです。
子供を連れてのお花見，お散歩等をしているとトイレを利用したいと思うが，清潔だと思えず利用
を悩んでしまいます。→公園内でゆっくりできない。
・ベンチを増やしてほしい。
・遊具を増やしてほしい。
・野球場やホッケー場を利用する方は限られてしまうと思うので，もっと多くの人が利用できるよ
うな，イベントなど開催してくれると阿漕ヶ浦公園がもっと身近になると思います。
せっかくの広い公園なのでもっと利用したいです。

年間の利用は花見及び花火程度のため，バーベキュー場等を整備して頂ければ利用回数も増えると
考えます。

子供と遊べる遊具の充実。
少しお弁当を食べたり，休んだりできる椅子と机がほしい。

毎年夜桜を楽しんでおります♡
色々騒がれたりで難しいかもしれませんが，もう少し幼児向けの遊具も有ると良いなぁと思いまし
た。

野球場・ホッケー場の利用状況がわからないため，何とも言いがたいですが空いていることが多い
様ならスポーツ以外で使うことも可としてはどうか。
利用が多くない時期もあるかも知れませんが，トイレは清掃よくしておく方が，東海村のイメージ
UPにつながると思う。
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・駐車場の整備
・駐車場の数を増やして欲しい
大きな大会になると車を置く為に朝早くから行かないと車を止めることが出来ない
・もう少し使用しやすい環境整備
・交通量の激しい所なので渋滞が大変である。

東海村の名産を売る売店やソフトクリーム等を売るカフェなどがあると良い。

・除草されていない所が沢山ある。
・除染土の管理が不安。（子供が遊ぶ近くに置いてある。）
・野球場・ホッケー場等でのイベント（試合等）があると，一般の者が駐車できない。（椅子とか
箱で駐車場を使えない様にしている。）主催者の指導とか，駐車場の確保とか検討して頂きたい。

イベントがあると中々駐車場に車が入れられず，近隣がとても渋滞するので，もう少し配慮いただ
けると幸いです。

・花火大会の時にしか行ったことがなく公園に何があるのか知らない。
・小さい子でも利用できる場所やイベントなどがあれば，利用することも増えていくと思う。

国道沿にある為，車の交通量もあり，沢山の人に気づいてもらえるように明確な看板や目印を付け
るなどして様々な人に目を向けてもらえる様にしてみては・・・

・園内の芝上の木，イスを増やしてもいいのではないか？管理もして欲しい。
（くさったイス等いつまでも置かない）
・公園内に積んである放射能をあびた土の袋の山を移動して欲しい。公園に置くのはどうか？近辺
を通るとき，やはり不安です。子供達も近くで遊んでいます。

一人で散歩するのにすこしさびしい場所があり，もっと明るい場所を作ってほしい。
阿漕ヶ浦側の方を湖が見える様にすると良いと思う。

・野球場，ホッケー場を予約のない場合，散歩や個々的使用に開放してもらいたい。
・ドッグランのスペースを作ってもらいたい。

国体に向けての大がかりな改修は無駄であり，その費用も含めて村民に負担を強いるのは間違い。
改修は最小限にすべき。

季節の花などを配した花壇の設置は如何でしょうか。

丸い植え込みや管理棟をつぶして，駐車スペースを確保しては。（もしくは管理棟を売店とトイレ
に変える。）
砂利の駐車場も整備して全ての駐車場を均一の料金制にする。企業や学校，幼稚園等の運動会利用
をアピール。（地域の運動会利用も。）
245号線からの標識で分かりやすく。

今は仕事や子供で忙しく，あまり，利用しないが，数年後，仕事を引退したら，散歩に行きたい。
野球場やホッケー場を利用する人より散歩目的の高齢者に向けた花だんやベンチ，トイレ，休憩所
などにお金をかけた方が良いと思う。
つまらない公園よりお金を出してでも楽しい海浜公園に行ってしまうと思う。

遊具をキレイに。

私はスポーツをしておりませんので阿漕ヶ浦公園を利用することはありませんでした。
桜の花見は出かけたことはあります。
スポーツに親しまない人々にもおとずれるようなものを作ってほしいです。

大切に保存する。
（東海にも公園がある事に，誇れると思う。）
阿漕ヶ浦は現在，周辺が整備されておらず，うっそうとして近づくのがこわくさえ思える場所で
す。
千波湖のように（R245からも）見はらしをよくして，街灯などもたてて安全で明るい健康的な場所
としてほしいと思います。村内のマラソン大会などそこに行ってできるぐらいの環境にしてほしい
です。
阿漕ヶ浦にはたしか，豊受大神宮がお祀りされていると思います。調べてみると，豊受大神宮の神
徳は「お米をはじめ，衣食住の恵みをお与えくださる産業の守護神」だそうです。
三重の伊勢神宮の外宮では駅からお宮まで食事や衣類や宿屋などがつらなって栄えています。せめ
て，虚空蔵尊や大神宮への拠点として，道の駅のような物産品や情報，観光の場所として，人が集
まる場所となってほしいと思います。駅東から細浦を通ってこの場所に行くことができる細浦道路
を整備して駅からレンタサイクルやミニ電動バスのようなものでこのエリアに行くことができるよ
うになれば県外からの人々も来る場所になると思います。
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野球場，ホッケー場はやっている人しか使わないので利用する人を増やす為には，1時間単位にす
るべき。
他の施設でも決まった時間枠より1時間単位にした方が利用者が増えた事を聞きました。
国体に向けてウォーキングコースと犬の散歩コースを整備して頂きたいです。

・野球場，ホッケー場はあまり利用されているのを見かけたことがないので，管理のこともあるが
多くの団体に利用してほしい。
・公園については訪れる人が桜の時期は多いがそれ以外は少ないので，一人で訪れるのは少し不
安。園内に公民館等があり，随時，人がいれば安心して散歩等も楽しめると思う。

・砂利の駐車場をアスファルトにしてほしい。
・イベント時の駐車台数が足りていないので対策してほしい。

トイレはいつもきれいであればいいとは思う。

1.イベントをするのに駐車場がない（少ない）。
2.道路が狭い。

桜の頃や，初詣の1月は駐車場が車でいっぱいで，国道側の駐車場は砂利になっていて，施設全体
が中途半端な感じがします。
時期によって，使用頻度は違うと思いますが，舗装にはできないのでしょうか。

桜などがきれいだと思いますが，他に花の名所などあるともっと利用がふえるのではないでしょう
か？

園路にある植物を紹介する看板や広報物を作成し，様々な人が訪れたくなるような仕掛けもあると
よいかと思いました。

遊具をよく利用させて頂いていますが，滑り台が急すぎて，落ちている子を度々見受けます。
だからといって取り壊されてしまうのは避けたいのですが，後々造り直す機会が起きた場合はもう
少し安全な造りになると良いなと思いました。

ホッケー場ではなく，サッカー場であると思っていました。
R245沿いの信号付近にわかり易い案内板or標識を設置すべきだと考えます。

阿漕ヶ浦で魚ツリや観鳥ができれば利用者が増えるのではないでしょうか。

阿漕ヶ浦公園にはお花見と花火大会でしか訪れたことがありませんが，公園と言うイメージよりも
野球場がある運動する場所と言うイメージの方が強いです。
野球場がある運動する場所と言うイメージの方が強いです。公園と言うと老若男女を問わず，集え
る場所であると良いと思うので阿漕ヶ浦を散策できる遊歩道や小さな子供たちが安心して遊べる広
場・遊具などなど，自然を感じてリラックス，リフレッシュできるような場所になってくれたらい
いなと思います。

阿漕ヶ浦公園は利用しないので，どういう整備が進んでいるのかわかりませんでした。
スポーツも良いのですが，小さな子供達の遊べる場所が出来ると良いと思います。

桜の時期，仕事帰りに夜桜散歩を毎年，楽しみにしています。が…道のガタガタ（車いすやお年寄
りカーの方がケガしてしまうかも），奥の電灯がないなど（変質者）体のため，歩くとき奥が暗く
て怖い。
桜以外にも，季節を感じられる花があると散歩がさらに楽しめると思います。

・問6では，現在の使用料を明示しないと適当な割合を考えづらい。
・基本的には「ホッケー場」ではあるが，実際には少年団等の「サッカー」での使用がほとんどで
あると感じる。フットサル場としての使用も検討し，使用料を徴収する。
・ネーミング・ライツを採用する。
・周回のジョギングコース整備（有料）タータン使用等。

あまり行かないし，イベント等がある時は駐車に困る。歩いて行けない者が楽に駐車できるよう工
夫してほしい。

東海村を代表する公園・運動場として整備してほしい。
駐車場も拡大してほしい。

トイレなど水回りなどを新しいものにするべきだと思います。

小さい子供用の遊具を増やしてほしい。

1.阿漕ヶ浦1周の遊歩道
2.散歩には狭すぎる
3.村民がのんびり散策できるよう整備してほしい。
　野球場は笠松運動公園に・・・・

時々散歩につかっていますがもっと歩きやすい歩道だといいのですが！！
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公園の遊具を新しいものにしてほしい。

駐車場を含めて，公園自体の整備を進めて欲しい。

阿漕ヶ浦周辺の整備
・沼周辺に遊歩道の設置及び桜等植樹，花を植える。
・沼周辺に駐車スペース設置及び沼中央に橋の設置。
・大神宮，虚空蔵尊とのコラボで鳥居，碑など設置。
　又，周辺の田，山を利用しサイクリングロードなど。
・緊急時のドクターヘリ等，着陸可能スペースの確保。
・周辺道路，特に真崎コミセン側（県道284号線）からの進入道路が狭いため，拡張拡幅。
その他
・真崎コミセン駐車場の恒久的な拡張。
（国体時の臨時駐車場として使える。）
・フリーマーケットの開催。
・乾燥芋の歴史資料，料理館の設置。

・キャンプが出来ると楽しそう。
・公園の遊具を増やしてほしい。
・水遊びが出来る様な場所がほしい。（かさまつみたいなふんすい的なかんじ）

桜以外・草花が見れるようにしてほしい。

阿漕ヶ浦公園野球場の新設以来，今日まで自分のためチームのためクラブのため，また，国体出
場，全国大会等出場に際し，練習，強化試合等便利に都合よく使わせて頂いています，心から感謝
してます。さて，長い間使用させて頂いている中で気がついたのは，バックネット両側，右の入
口，左の入口，付近にある街灯の支柱が腐りかけている取り替えなくてわ。トイレはありますが，
女性トイレ（洋式）をぜひとの声が。バックネット裏本部席の裏の道路のゲートを開けておくか，
鍵を付けなくて良いのでは，試合の時は3塁選手は必ずここを通って行く，帰りもバックを持って
帰る，トイレにも常時行ったり来たりする。閉めておいても意味が無いのでは。バックネット裏の
本部室に別室が有る，流し台が付いた部屋，開いてないので，コップ，手洗い等使用出来ないの
で，衛生面が不安，流し台部屋に約25年位前に誰かの家の使用済み冷蔵庫を設置したが（今あるか
どうか？）だいぶ古いので漏電等が起きて火災の心配，鍵が掛かっているので確認できない，ま
た，隣の畳みの部屋は長く畳を取り替えてなく，床が腐ってダニの宝庫では？

トンボ管理（倉庫）日立市民球場，日立諏訪公園野球場のように背丈ぐらいから30センチ位高さに
簡易の屋根を作って提げる。形式で造られたら，便利に使われそう（バックネット裏本部室裏の外
に作るスベースがある）今の物置小屋は，ショロトンボと石灰とライン引き等がゆっくり入る。終
りに，球場が出来てから今日まで，チョー長い間一番利用させて頂きましてありがとうございまし
た。今後は茨城国体を楽しみにしています。

レストラン等食事の出来る施設があると良い。

・小さい子どもの遊びの遊具が充実されればよい。
・アスレチック遊具などもあると良い。

阿漕ヶ浦をせいびして，遊歩道など作り，自然，豊かな，公園を，望みます。

・阿漕ヶ浦公園の周辺の道路の整備。
・桜以外に花を植えたり。
・駅までの一直線の道路。
・村松宿，銀行もありません。
・村松山と大神宮，もっと生かす手はないでしょうか。

・桜の根元周りのところが盛り上がっていて''キケン''です。早く直してほしいです。
・自販機の近くにカン入れを置いてほしいです。（以前かもしれませんが）
・自然を生かしたイベントを。
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今は花火やお花見といった決まった時にしか行く時がありません！野球やホッケー等，スポーツや
る人にはいいかともちろんおもいますが，せっかく近くに大きな無料の施設があるのに，年2回
じゃもったいないとつくずく感じます。牛新の前の公園のような素敵な公園をリニューアルすべき
です！！ここは駐車場もなく，道路も近くて周りのお家の人もかわいそうだし，お互い気をつかう
し最悪だと親としては感じます。行きたいのに行けない。近くに住んでいる人の公園ってどうなん
ですかね・・・。それにくらべてあこぎは駐車場もバッチリあるし，トイレも公園の近くにあり，
道路もはなれているのでかんぺきです！！あこぎの公園のリニューアルを強く希望します。1才の
子をもつ母より�

・トイレがきれいだとよい。
・子供が遊べる所がもっとあると良い。

・人工芝化は不要だと思います。
・交付税110億円がある中，維持管理費として使用料を値上げするのは時期尚早と思う。
・村民が憩える公園に改修してほしい。特に子育て支援に役立つ公園として水の広場の設置，便所
の改修，照明の増設など，4車線化に伴い，進入路の改良，駐車場の整備をお願いしたい。以上。

【管理，予約について】

・朝一カギを借りるのに時間をとられる事があり，不便である。
・グランド整備の時間も考慮して利用時間の設定が欲しい。

使用目的等を明確にして多目的仕様にすべきである。
とにかく未使用時間を短縮すべき努力が必要である。

・野球場，ホッケー場近くの駐車場がせまい。
・使用開始時間が9：00では遅い。8：00頃鍵を開けてほしい。

阿漕ヶ浦の野球場を使って，大会をひらくなど村民に積極的に利用してもらう。
利用の仕方をわかりやすくホームページにのせておく。
（時間や料金など）電話で予約できるといい。

少年サッカー優先となっている様なので，大人（中学生以上）も利用出来る様に検討して欲しい。

【集客について】

村民にもっと告知活動をすると良い。現在でも，散歩，ジョギング等にはベスト。家族等での利用
促進のすすめ・・・PR不足・・・・
照明等も週何回かは21：00位明るくし，利用促進を・・・

場所が遠いので一度も利用したことがない。もっと広く村民が利用出来るような催しなどがあれば
別。

桜の時期，ライトアップがすごくすてきです。
もっとたくさんの方に観に来て頂きたいと思います。
広報活動を頑張ってアピールして下さい。

・桜まつりは大変すばらしいと思います。
・花火もすばらしい！！
・野球・サッカー・ホッケー以外にもっとイベントに使用すれば良いと思います。
肉フェス・ラーメンフェスなど
また商工会のイベントなど　まだまだ考えればあると思います。
若い人々で意見をだして検討してみてください。

イベントが開催されると行き易い。
歌やスポーツの著名方の講習。またはキッチンカーのようなフェスがあると楽しいし，利用料もそ
れに伴いまかなえるのではないか。

野球場，ホッケー場を利用した大会を村報にのせてください。特に学生の大会。

PR方法の検討。

公園は桜の時期にしか行きませんが，もっと他の行事があったら利用出来るかと思います。

あまり利用者がいなそうな印象。
イベント等を行えば，人が集まると思います。
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子どもが小中学校の頃は利用（応援）し，何度か足を運んだことがあります。
限られたスポーツのみの利用の為，足が遠のいてしまいます。
気楽に行けるような催事等があればいいと思います。
特定の人だけの利用に思えます。
桜祭りや花火には行ったりしていますが？
誰でも楽しく行けるようにして頂きたい。

少子高齢化の中での集客力アップを企てる事が急務，使用料等はその結果を見てから決めたら良
い。
以下私案を提言します。
1.明るいイメージを女，子供，老人も楽しめる様な公園に，近くの池は暗く日中すら散歩する気し
ない。
2.周辺施設との協調，近くの虚空蔵尊，原子力施設等。更に年を通じ，春には桜，夏には花火，秋
は文化祭等，のイベントと併せスポーツ大会（小中高校，セミプロetc)を折り込む。
追記
笠間運動公園，東海文化センター等の行事との関連も考慮したい。

将来を考え，スポーツ以外にも活用できるイベント等も考えていく必要がある。
税金もできるだけ負担を少なくするようにいろいろと他の施設等も参考にし行政も努力すべきであ
る。

野球，ホッケー以外のスポーツでも利用ができるようにすれば，利用者も増えるのではないか。
学生や児童に対するスポーツ教室を定期的に開催し，スポーツの楽しみを体験する機会をたくさん
つくることで，利用者の年齢層に広がりを持てるのではないかと思います。
スポーツ教室の講師はできれば，有名なスポーツ選手がいいと思います。

花火だけでなく，祭り，大道芸など，イベントを増やすとより盛り上がると思います。

秋に人が集まれるよう花を植えたり，イベント（マルシェ）などいかがですか。

・利用者の増加に向け，イベント等の実施を検討しては？
・公平性を保つためには一定の負担は必要。

・より多くの人に使ってもらえるよう宣伝する。
・野球やホッケーに限らず，野球場やホッケー場で行えるスポーツを提案していく。

村民の親睦と健康増進のため村全体の運動会，球技大会等 年に1回，又数年に1回程度開催されて
は如何でしょうか。予算の都合もあると思いますが，地区等の役員様に協力をお願い致します。

【アンケートについて】

1.本アンケートは具体性（具体的データ）がありません。具体的にいくらぐらい（○○円）と表現
しないと返答に困ると思います。
このようなあいまいな（維持管理費の〇％）表現では判断できないと思います。
逆にこのようなあいまいな問いかけで結果を決めるのは反対です。
もう少し具体的な数値で再度アンケートをやり直してください。
たぶんこのアンケートの結果をエビデンスとして役場の都合のいいように解釈するのでしょう。
このようなアンケートでは村議会で問題になると予想されます。再考ねがいます。

問6，問7について問の仕方が不適切である。
問6について例えば野球場使用料が半日いくらになるかを明示しないと％だけで判断することは不
可能である。絶対額を示さないと回答することができない。このアンケート全体結果で，今後の方
針を決める（決めるための口実にする）ことは許されない。
問7について使用料を時間単位にするのは合理的であるが，使用申し込み単位を時間単位にするの
は非現実的である。優先権は半日単位なのか1日半位なのか。抽選は時間単位なのか半日単位なの
か1日単位なのか。これらを明確にしないままアンケートをして，その結果で，今後の方針を決め
る（決める口実にする）ことは許されない。

アンケートに頼らず，行政で責任をもってしっかり考えてください。

野球場，ホッケー場の管理方法，管理費用等詳細が不明につきアンケートのしようがない。
詳細を明確にしてからアンケートすべき。
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・使用料の負担は村民と村民以外で分けた方がよいのではないか。
・全体の1％とはいったいいくらなのか。
金額がわからないので，高いのか安いのか，答えずらい。（問5，問6とも）
他の近隣のグランド等使用時の負担金がいくらなのか，比較しないとわからないと思うので，そう
いう参考資料ものせてアンケートをとる方がよかったのではないか。
情報が少なすぎる。
・ホッケー場の工事を国体の為にしたと聞いているが，人工芝の長さが，公式戦にそぐわないとう
わさで聞いた。何の為の工事だったのか，ぎもん。使えないなら工事の意味がないのか？とも思
う。

【その他】

さくら祭りに年1回行くかどうかくらいなので，意識して考えたことがありません。
今後も利用することはほとんど無いと思いますので，特にアイデア等，考えつきません。

石神地区からは阿漕ヶ浦公園を利用するのは車両にて移動しなければならず，無理があると思いま
す。よりて河川敷の使用を充実させもっとよい整理をしていただきたい。

野球もホッケーもやらないので，使用した事はありません。使用料等もわかりません。阿漕ヶ浦公
園も桜まつりの時しか行きません。
他人事の様ですが利用する方達が安全に心地良く使用出来れば良いと思います。
何のアイデアにもならず，すみません。
都市整備課さんも大変ですね。お世話様です。

ホッケー場があるなんて知らなかった。

車でのアクセスが悪い。
対面通行出来ると良いと思う。

春の桜，その後の新緑の葉桜，夏のそよ風の散歩，秋の紅葉・・・・
近所の年配の人達を連れて，ボランティアみたいな感じで利用しています。
途中で食事をしたり，お弁当持参の時も。
孫が小さい時も，よく利用してよろこんでいました。（今は大学生です。）

若い頃に桜をみにいっただけで，阿漕ヶ浦公園は利用したことがありません。

廃棄物が置いてあり，不安を感じます。今後も放置されたままなのでしょうか？

使用した事がない為に知らない事が多かったです。解答になってないと思います。すみません。

阿漕ヶ浦公園は開園当時から毎年行きますが，私はスポーツはしませんので，桜の頃には2～3回グ
ループ別でお花観に行きます。又，花火の時と偶に散歩（ウォーキング）に行く程度利用させて頂
いております。

そもそも野球場やホッケー場は必要なのか？
平日昼間はおそらく使用されていないのでは？
また，利用者も必ずしも村民とは限らない。
税金をこんな事に使わないで下さい。

現在，国体に向け，ホッケー場の整備をしているようですが，ホッケーの練習がなかなか出来な
い。（予約がとれない）様な話を聞く。サッカーは色々な所にあるので，国体が終わるまでは，
ホッケーチームに利用させてはどうか。

お祭りの出店をもう少し増してほしい。
村民の健康を第一に考えること，そのためには，村長にスポーツを積極的実施して戴く施策が必要
でしょう。スポーツ＝健康，使用料もさることながら，スポーツ施設（箇所）を増やすことも必要
でしょう。

高齢者の自動車の運転について
高齢者運転の事故が社会問題化になっています。本アンケートには，関係ありません。本件を村当
局に訴えるすべがありません。申しわけありませんが，本アンケート欄を利用させていただきま
す。申しわけありません。
高齢者の運転→事故多発→高齢者に運転させるな！！
この方法では，高齢者は生活できないのです。免許証を返上して，運転をやめたら。①買い物はど
うするのですか，②通院はどうするのですか，---交通手段がなくなってしまう。---老人は家の中
でじっとしていなさいということですか。
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桜まつりや花火大会などで年に数回利用しますが，良い所だと思いますし，小さい頃から行ってい
るので，地元の人にとっては大切な場所だと思います。
野球場，ホッケー場などに関しては，利用したことがなく，分かりません。すみません。

野球とホッケー以外にも利用できる分野を作っては？
野球，ホッケーをする人以外は使えません。
使わない人も税金を払っています。

除草に労力と費用がかかります。
村でやぎを導入してはいかがでしょう。除草といやしに良いと各自治体で行っていると聞きます。
利用者も増えると思います。

日中はあまり利用者もおらず，少しこわい雰囲気があり1人でウォーキング・・・などには利用し
にくいと感じます。もったいない。

公園には桜を見に行く位なので，この問題は良く解りません。
よく利用する方の意見が大事だと思います。

野球場，ホッケー場使用は，若年で少年野球，ホッケー等であり数年で親は関心を持たない。従っ
て皆で利用できる公園をめざすべきである。

さくらまつりの時と，年始の村松山の参拝時に利用した事があります。
ホッケー場の整備は良いと思います。

利用率は極めて低いのではないかと思います。
周囲の環境は良いので，ほかの施設を建てるべきではないか。
例えば村営の介護老人施設があってもいいのではないですか。

公園の中のこと等何も知りません。
県外からの移住者である人にも村でわかりやすく発信してください。

意見・アイデア・多々あれど・・・・
桜の木も沢山切られ　アッ・・・・
雨が降れば滑るしサァ

問4において利用はしませんが毎年桜の時期に見に行きます。観光名所となる事を望む。
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